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業が参加

３ 福井県ＩｏＴ推進ラボ

平成28年6月に、経済産業省が中心となり、地域におけるIoTプロジェクト創出のための取

組みを選定する「地方版IoT推進ラボ」の募集があり、同年7月、福井県の提案した取り組み

が、「福井県IoT推進ラボ」として認定をされました（全国74地域）

この推進ラボでは、異業種間での情報交換やビジネスマッチングをすすめていきます。

・公式Twitterページによる情報発信

福井県IoT推進ラボの公式Twitterを開設し、福井県の支援策や関連トピックなどを幅広く発信

https://twitter.com/fukui_iotlab

・ビジネスマッチング会の開催

福井県IoT推進ラボ会員を中心に、異業種間のニーズ・シーズを提案するマッチング会を開催

・ラボ会員の随時募集

福井県ホームページにおいて、IoT推進ラボの会員を随時募集

http://www.pref.fukui.jp/doc/sinsan/iot.html

図・福井県IoT推進ラボ 実施体制
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県内企業の IoT・AI 導入　～乗り遅れ注意！ IoT・AI でビジネスが変わる～

Information

貴社のIoT化を前進させる！ 福井県の支援策を紹介
　福井県では、平成 28 年度より、様々な事業で県内中小企業の現場における具体的な IoT 導入を支援してお
り、先に紹介した 2 社をはじめ、他の企業のモデルとなるような事例も生まれつつあります。ここでは、巻
頭で紹介した「ふくい AI ビジネス・オープンラボ」以外の支援施策を３つご紹介します。

福井県	産業労働部	新産業創出課　創業・新産業支援グループ
　　　　sinsangyo@pref.fukui.lg.jp　　　　　0776-20-0537お問い合わせ E-mail TEL

セミナー・勉強会・交流会の開催

情報収集・情報発信

メンター派遣

今年 3月には「中小企業のための IoT 導入事例セミナー」を、
5月には「AI	・IoT を活用した新ビジネス創出支援セミナー」
を開催するなど、約 2～ 3カ月に一度のペースでセミナーや
勉強会を開催しています。毎回多くの参加者があり、その後
のビジネスマッチングにもつながっています。

メルマガやラボのサイトの中で、福井県の
取り組みを情報発信しています。また、福
井県 IoT 推進ラボでは全国に先駆けて “ 公
式 Twitter” を開設しており、県内の支援策
や関連トピックなど幅広く発信中です。

企業や地域のプロジェクト等の実現・発展につながるメンター
の派遣をお手伝いしています。昨年は眼鏡の部品メーカーな
ど 12社が参加した受発注の効率化を目指したプロジェクト
に対し、メディアスケッチの伊本隆士氏が講師として派遣さ
れ、IoT の現状を学びました。

主な活動①

主な活動②

主な活動③

福井県の IoT推進体制01
　県では、IT や IoT の活用を検討する県内企業の情報不足や
ビジネスマッチングの機会不足を解消するため、平成 28 年に

「福井県 IoT 推進ラボ」を発足しました。勉強会の開催やニー
ズ・シーズの発掘に対してのメンター派遣、ビジネスマッチングの機会提供等の支援を行っています。

IoT・AI 等導入促進事業補助金02
　県では、県内企業に対し IoT・AI 等導入に要する経費の
一部を助成することにより、生産工程のカイゼンや付加価
値を高める取組みを促進し、企業の生産性向上を図ります。
　本特集 P5,6 の㈱オーカワパン、P7,8 の㈱ワカヤマもこの
補助金を活かし、IoT・AI 化を進めている企業です。

本年度は右記の 3 つの枠で募集をしました。
※本年度の応募は締め切っています

図：福井県 IoT 推進ラボ 実施体制

IoTやウェアラブルについて研究する団体や、福井県情報システム
工業会を中心に、異業種連携・ビジネスマッチングを図ります。

ラボ会員は随時募集中！
福井県 IoT推進ラボ会員　137社（11月 1日現在）

①「身の丈 IoT」チャレンジ枠
比較的安価に導入できる IoT を活用して、生産性向上を図る
モデル的な取組み
（補助率 1/2、補助上限額 1,000 千円）

②「つながる工場・店舗」IoT 活用実証枠
複数の企業が連携して IoT を導入し、相互の生産性を上げる
モデル的な取組み
（補助率 2/3、補助上限額 2,000 ～ 3,000 千円）

③ AI 等活用先進型モデル枠
IoT により収集したデータを用いて、AI やロボットにより新
たな付加価値を生む先進的な取組み
（補助率 1/2、補助上限額 10,000 千円）

IoT プロジェクトチーム派遣事業03
　県では、IoT 等の導入により生産性の向上や競争力の強化を図ろうとする中小企業を支援するため、企業
に「IoT プロジェクトチーム」を派遣し、
各企業の課題に沿った導入方法をアドバ
イスしていく事業を行っています。プロ
ジェクトチームは、福井県情報化支援協
会や県内 IT 企業で構成され、今年度は
製造業 4 社、農業関連企業 1 社、福祉関
連企業 1 社に派遣され、現在進行形で取
り組んでいます。

アジア最大級の IT 技術とエレクトロニクスの国際展示会
「CEATEC JAPAN 2018」に県内企業８社と共同出展しました

　ふくい産業支援センターでは、IoT・AI 技術の活
用を含めた県内 IT 関連産業の技術開発および販路
開拓のためのマッチングを支援するため、千葉県
幕張メッセで平成 30 年 10 月 16 日から 4 日間に
わたり開催された、アジア最大級の規模を誇る IT
技術とエレクトロニクスの国際展示会「CEATEC 
JAPAN 2018」に県内企業８社とともに共同ブース
を出展しました。各社の展示内容と当日の様子、出
展者の声を紹介します。

ふくい産業支援センターでは今後も、こうした展示会・商談会への出展等を通して、県内企業の情報発信、
販路の拡大、マッチングをサポートしていきます。
※次年度の事業は未定。決定次第、随時HPでアップいたします。

●メディアに掲載された
●自社への見学希望が 7 件もあった
●某自治体からのお声がけがあった
●認知度が上がったと思う
●次につながる話があった
●福井県のくくりで目立って良かった
●新規名刺交換は県内活動 1 年分より多いのでは !?
●今後も続けたい

出展企業の声（成果、感想）

〒 918-8231　福井県福井市問屋町 3丁目 111
TEL：0776-25-8488　FAX：0776-25-8499

株式会社永和システムマネジメント
●		G	suite を活用した「HIKKOSHI クラウド」
　	「KAIZENクラウド」
●	アジャイル型受託開発システム

〒916-0016　福井県鯖江市神中町 2丁目 8−15
TEL：0778-51-5080　FAX：0778-52-9351

株式会社シマノ
●		医療用アシストスーツ

〒910-1223　福井県吉田郡永平寺町けやき台 102
TEL：0776-63-3401　FAX：0776-67-7330

グラス IT フィールズ株式会社
●		ビニールハウスの環境制御総合システム
　	「Ho-SaKU（ホーサク）」

〒910-0021　福井県福井市和田東 1丁目 222	SY ビル C
TEL：0776-58-3380

株式会社ナチュラルスタイル
●		IchigoDake スクールシリーズ
　	（学校用プログラミング教材）
●		ミニ四駆画像判定カムロボ

〒910-0842　福井県福井市開発 2丁目 614
TEL：0776-52-2135　FAX：0776-52-2134

株式会社サーフボード
●		新卒採用スマホアプリ「合説GO！」

〒916-0021　福井県鯖江市三六町 1丁目 4-31-2
TEL：0778-52-9337　FAX：0778-53-0046

株式会社ボストンクラブ
●		ウェアラブルデバイスメガネ「neoplug」

〒 910-0347　福井県坂井市丸岡町熊堂 3-1-6-7
TEL：0776-67-6112　FAX：0776-67-6114

株式会社シー・シー・ユー
●	情報連絡サービス「REN楽」
●	現場レポートツール「現場REPO」	他

〒 918-8237　福井県福井市和田東 2丁目 1401
TEL：0776-26-2101　FAX：0776-27-8853

ユニコシステム株式会社
●		工期設定支援システム


